2021 年 3 月 12 日

報道各社 各位
大塚国際美術館

≪大塚国際美術館 特別イベントのお知らせ≫

大塚国際美術館（館長：大塚一郎、徳島県鳴門市）は、今なお世界中の人々に愛されている画家フィンセ
ント・ファン・ゴッホの誕生日（1853 年 3 月 30 日生まれ）を祝うイベント「Happy Birthday Vincent! ゴ
ッホ生誕祭 3days セレブレーション」を開催します。ぜひご一緒にゴッホの誕生日を祝いましょう！

-ゴッホの世界を満喫！イベント概要■3 日間限定 ギャラリートーク「ゴッホと 7 つのヒマワリ」
‘ヒマワリの画家’と呼ばれるゴッホは、花瓶の「ヒマワリ」を 7 点描いています。ゴッホにとってヒマ
ワリの花は、太陽と光の象徴であり、単なる花以上の存在であったことは確かです。 制作に心血を注いだ
当時のゴッホの心の動きとともに全 7 作を詳しくご紹介します。
【時間】10：00/11：00/12：00/13：00/14：00/15：00/16：00
（計 7 回・各回約 10 分)
【定員】15 人(事前予約可)
【集合】地下 1 階 展示室 60 前
※感染防止のため展示室内へは時間をずらしてご案内させていただく場合が
ございます。

▲7 つの「ヒマワリ」

■3 日間限定 アートなスイーツ「ヒマワリケーキ」
瀬戸内レモンを使用したレモンチョコムースケーキ。ヒマワリの黄色い花びらをレモンクリームで、
中の種はピスタチオでデコレーション。パッと花が咲いたように広がるレモンの爽やかな味わいがたまら
ないキュートな特製スイーツです。

ヒマワリケーキ

400 円 (税込み)

【場所】
地下３階 カフェ フィンセント 10:00～16:45（フード 16:15 まで）
※現在休業中ですが、イベント初日の 3/27 より再開します。

地下 2 階 カフェ・ド・ジヴェルニー 10：30～16：00
※2 か所で販売します。

■3 日間限定 ゴッホに捧げられた名曲に包まれて
アメリカの歌手ドン・マクリーンが、1971 年に発表しゴッホに捧げられた名曲
「Vincent(Starry,Starry night) ヴィンセント(星月夜)」を、別のアーティス
トによるカバーも含め 1 日 3 回、館内で流します。3 日間限りの音楽と絵画の競
演に、ゴッホへの思いを巡らせながら特別なひとときをお楽しみください。
【放送時間】10：15/12：30/14：30

ゴッホ「ローヌ川の星月夜」▲

■3 月 30 日(火)限定 先着 168 名様に「ひまわりの種」プレゼント！
ゴッホが好きな色“黄色”い服やアイテムを身につけてご来館された先着 168 名様に、ひまわりの種をプ
レゼントします。今年はわが家でヒマワリを育ててみましょう！
【配布日時】2021 年 3 月 30 日（火）9：30～
【配布場所】地下 3 階インフォメーション付近
【配布数】168 名（先着順/なくなり次第終了）

「カフェ フィンセント」ゴッホワールドへようこそ！
ゴッホの故郷オランダや、画家として過ごしたフランスをテーマにしたメ
ニューが堪能できるミュージアムカフェ。店内には名画「アルルのゴッホ
の部屋」をリアルに再現した撮影コーナーも。

ヒマワリサラダと季節野菜のスープ
（パン付） 1,200 円

スモークサーモン
サンドウィッチ 950 円

カリっと焼いたヒマワリの種やパルメザンチ
ーズがヒマワリサラダのアクセントに

オランダ産のマースダムチーズはサ
ーモンとの相性抜群！

撮影スポット
絵画「アルルのゴッホの部屋」を再現

地下３階 カフェ フィンセント 10:00～16:45（フード 16:15 まで）
※現在休業中ですが、イベント初日の 3/27 より再開します。
※価格は税込み

■おうち時間におススメ「ヒマワリ和三盆」
ゴッホを囲むようにヒマワリが並んだ、見た目もかわいい和三盆糖は、上品な甘みとやさしい口溶けが絶
妙。ティータイムに心弾むアートを添えて。
ヒマワリ和三盆

756 円

【場所】地下 3 階 ミュージアムショップ
【時間】9：30～17：00

※通信販売・Amazon でも販売しています。

-ご参考■フィンセント・ファン・ゴッホ(1853 年 3 月 30 日-1890 年 7 月 29 日)
1853 年にオランダ南部の街、ズンデルトに牧師の息子として生まれ、聖職者を志すが
挫折し、27 歳のときに画家の道へ。画商の弟テオを頼ってパリへ、やがて南仏アルル
に移住。親友ゴーギャンとアトリエで共同生活を始めるが２カ月ほどで破綻。 その後
は、フランス、オーヴェール・シュル・オワーズで自ら命を絶ち 37 歳で亡くなりまし
た。 10 年という短い画家生活でしたが“ヒマワリの画家”として、その作品は、多く
の人に愛されています。
▲ゴッホ「自画像」

■大塚国際美術館で鑑賞できるゴッホ作品(16 点)
作品名
麦藁帽子の自画像
自画像
ヒマワリ
アルルのゴッホの部屋
ローヌ川の星月夜
種まく人
ガシェ博士の肖像
オーヴェールの教会
ジャガイモを食べる人々
ヒマワリ
ヒマワリ
ヒマワリ
ヒマワリ
ヒマワリ
ヒマワリ
タラスコンへの道を行く画家

近隣情報

所蔵館
デトロイト美術研究所、デトロイト、アメリカ
オルセー美術館、パリ、フランス
ゴッホ美術館、アムステルダム、オランダ
オルセー美術館、パリ、フランス
オルセー美術館、パリ、フランス
クレラー＝ミュラー美術館、オッテルロー、オランダ
オルセー美術館、パリ、フランス
オルセー美術館、パリ、フランス
ゴッホ美術館、アムステルダム、オランダ
1945年兵庫県芦屋市にて焼失
個人蔵
ノイエ・ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
ナショナル・ギャラリー、ロンドン、イギリス
SOMPO美術館、東京、日本
フィラデルフィア美術館、フィラデルフィア、アメリカ
1945年消失、マグデブルク、ドイツ

さらに満喫！ヒマワリルームに泊まる！

美術館から車で約 3 分の宿泊施設「アオアヲ ナルト リゾート」には、
ヒマワリの絵画や壁紙などフォトジェニックな空間にデザインされた
「ゴッホのヒマワリルーム」があります。アートに囲まれて素敵な時間
を。◇お問い合わせ先：アオアヲ ナルト リゾート TEL.088-687-2580

大塚国際美術館とは
大塚グループ創立 75 周年記念事業として創業の地の徳島県鳴門市に建設した陶板名画美術館。 世界 26 カ
国の西洋美術を代表する名画 1000 余点を陶板で原寸大に再現。美術書などで一度は見たことがある名画が
一堂に会し、日本に居ながら世界の美術館を体験できます。
【住
所】〒772-0053 徳島県鳴門市鳴門町 鳴門公園内
【Ｔ Ｅ Ｌ】088-687-3737
【Ｆ Ａ Ｘ】088-687-1117
【Ｕ Ｒ Ｌ】https://www.o-museum.or.jp/
【開館時間】9 時 30 分から 17 時（入館券の販売は 16 時まで）
【休 館 日】月曜日(祝日の場合は翌日)
1 月は連続休館あり、その他特別休館あり＊8 月無休

【入 館 料】一 般 3,300 円 ／ 大学生 2,200 円 ／ 小中高生 550 円
＊20 人以上の団体は 10％割引

環境展示「システィーナ・ホール」
拝堂

《お問い合わせ先》大塚国際美術館 学芸部 松浦、富澤

TEL：０８８-６８７-３７３７

FAX：０８８-６８７-１１１７

MAIL：info@o-museum.or.jp

※ご来館に際し、必ずホームページの《安心・安全のための取り組み》をご一読ください
※状況により、変更・休止する場合がございます

